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 第１回京丹後市文化財保存活用地域計画協議会 

会 議 録 
 

Ⅰ 日 時：令和３年 11 月 22 日（月）13:30～16:00 

 

Ⅱ 場 所：大宮庁舎第２・３会議室 および オンライン 

 

Ⅲ 出席者および欠席者： 

【出席者】 

協議会委員  ：中江 吉徳委員、菱田 哲郎委員、東 昇委員、上杉 和央委員、松原 典孝委員、

藤田 泰弘委員、増田 俊彦委員、中村 秀雄委員、池田 香代子委員、丸田 智代

子委員、飯島 徹委員、水口 政弘委員、友松 祐也委員、福島 孝行委員（代理） 

オブザーバー ：観光振興課 大江 裕、商工振興課 島貫 博志、生涯学習課 川村 義輝、京都

府立丹後郷土資料館、宮津市教育委員会事務局社会教育係、与謝野町教育委員会事

務局社会教育課、伊根町教育委員会事務局社会教育課、福知山市地域振興部文化・

スポーツ推進課、京都府立丹後郷土資料館 

事務局    ：松本 明彦、引野 雅文、新谷 勝行、關 善之 

コンサルタント：宮前 洋一、宮前 保子、渡邊 萌木 

【欠席者】 

協議会委員  ：小林 朝子委員、森 正委員 

オブザーバー ：政策企画課 松本 晃治、舞鶴市市民環境部文化振興課 

事務局    ：岡林 峰夫、藤田 智子、奥 勇介 

 

Ⅳ 次第： 

１．開会 

２．委員の紹介 

３．議事 

（１）会長・副会長の選出について 

（２）「文化財保存活用地域計画」について 

（３）「京丹後市文化財保存活用地域計画 骨子」について 

 ・地域計画作成の背景・目的について 

 ・市内の文化財の状況・歴史文化の特徴について 

 ・将来像及び基本目標の検討 

（４）地域計画作成のスケジュールについて 

（５）今後の進め方について 

４．その他 

５．閉会 

 

Ⅴ 傍聴人  0 人 
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Ⅵ 資料 

・資料１ 委員名簿 

・資料２ 文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）抜粋 

・資料３ 京丹後市文化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱 

・資料４ 文化財保存活用地域計画パンフレット（文化庁、令和３年１月） 

・資料５ 京丹後市文化財保存活用地域計画の目次案 

・資料６ 京丹後市文化財保存活用地域計画 骨子（序章～第４章） 

・資料７ 地域計画作成のスケジュール 

・参考資料１ 京都府文化財保存活用大綱 概要版 

・参考資料２ 第２次京丹後市総合計画概要版 

 

Ⅶ 議事要旨 

１．開会 

京丹後市教育委員会教育長 松本明彦 あいさつ 

 本日はご多用の所、第１回京丹後市文化財保存活用地域計画協議会にご出席いただきありがとうご

ざいます。また、本協議会の委員への就任について快くお引き受けいただき重ねて御礼申し上げます。

さて、平成 31 年４月に改正文化財保護法が施行され、市町村は文化財保存活用地域計画を作成し文

化庁長官の認定を受けることができるようになりました。この法改正は、これまでの文化財保護を中

心とした考え方から、文化財を活用する方向へ転換する大きな転機と言われています。それを受けて、

全国各地で保存・活用に係る地域計画づくりが進められはじめ、文化庁によると、今年７月 16 日現

在、全国 47 市町で作成された計画が文化庁の認定を受けているとのことです。京都府内においても、

京都市と舞鶴市の地域計画がすでに認定を受けており、木津川市・長岡京市・宮津市・亀岡市・与謝

野町が現在作成を進めているという状況です。各地で作られ公開されている地域計画を見てみると、

どの計画も文化庁の示した指針に基づいて作られてはいるものの、それぞれの市町の個性がみられ同

じようなものはありません。これは、各市町の社会情勢や地域性、文化財の置かれた環境が違うこと

からくるものであると考えています。京丹後市においても、少子高齢化・人口減少等厳しい社会情勢

ではあるものの、そうした中で、今後文化財をうまく活用し、どのように後世に伝えていくのかとい

う大きな課題に対して、現状を把握し今後の進むべき方向性を地域計画の中にしっかりと盛り込むこ

とが重要であると考えています。今回、京丹後市において地域計画を作るにあたって、文化財の専門

家の皆様だけでなく、広く様々な分野の皆様にも関わっていただき、地域総がかりで文化財の保存だ

けでなく活用についてもしっかりと検討していきたいと考え本協議会を立ち上げた次第であります。 

 昨日、丹後王国「食のみやこ」で、日本舞踊家の花柳凛さんの講演をお聞きしました。花柳凛さん

は静御前の舞を舞われるということもあり、かねてより訪れたかった京丹後市に本年５月に訪れられ、

京丹後市の放つ文化財や文化芸術のオーラを感じられたということです。初めて訪れたときにいっぺ

んに京丹後市の文化的な魅力に惹きつけられ、将来的にはこの地で定期的に踊りを舞うようなことま

で考えているというお話も聞かせていただきました。このように魅力あふれる京丹後市の文化財につ

いて、お集りの委員の皆様には、これからの会議で忌憚のないご意見をいただくとともに、今後、本

協議会で策定する地域計画による様々な取り組みに対して、ご理解・ご協力をお願いできればと思っ

ています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
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２．自己紹介 

（略） 

 

３．議事 

（１）会長・副会長の選出について 

事務局：京丹後市文化財保存活用地域計画策定協議会の設置要綱第５条の規定では、「協議会に会長

及び副会長を置く」としています。また、会長、副会長は委員の互選で決めることとなって

いますが、どのようにさせていただけばよろしいでしょうか。 

委員 ：立候補が無ければ、事務局一任としてはどうでしょうか。 

（異議なし） 

事務局：それでは、事務局としては会長を京都府立大学文学部歴史学科の菱田委員に、副会長を琴引

浜ガイドシンクロの丸田委員にお願いしたと思いますが、よろしいでしょうか。 

（委員了承） 

事務局：承認をいただいたので、会長を菱田委員、副会長を丸田委員に決定します。次に会議録確認

者の指名にうつります。委員名簿で１番に記載させていただいている中江吉徳委員にお願い

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（委員了承） 

事務局：承認をいただいたので、会議録確認者は中江委員に決定します。引き続き次第に沿って、議

事を進めます。これ以降の進行については、菱田会長にお願いいたします。 

 

（２）「文化財保存活用地域計画」について 

会長 ：事務局から資料説明をお願いします。 

（事務局説明 ―略―） 

会長 ：文化財保存活用地域計画とは何かという説明をいただきましたが、何かご質問・ご意見はあ

りますでしょうか。 

（質問・意見なし） 

会長 ：文化財というと、どうしても指定されているものという様に狭い範囲で捉えられがちな言葉

です。しかし、今回のこの地域計画は、国が出している指針等をみていても、かなり広く食

文化なども含め、歴史文化として地域の特徴を表すようなものについては、文化財として捉

えて積極的に取り組んでいくということになっています。京丹後市の場合は、どのあたりま

で文化財に含めていこうと考えているのか、具体例を出して教えていただいた方が分かりや

すいと思います。 

事務局：京丹後市の歴史文化にどういった特徴があるのかというイメージを皆様それぞれお持ちだと

思いますが、やはり海に面しているとか巨大な古墳があるということが文化財の場合は強い

のではないかと思います。そうした部分を捉えるのは第一に大事ではないかと思っています。

ただし、私たちが知っていること以外の部分でも今後伝えていくべきものや、活用できるも

のがおそらくあるのではないかと思いますので、ご意見をいただきながら計画の中に盛り込

めることは盛り込んでいきたいと考えています。 
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（３）「京丹後市文化財保存活用地域計画 骨子」について 

会長 ：事務局から資料説明をお願いします。 

（事務局説明 ―略―） 

会長 ：まずは、序章から第２章までについてご意見をいただきたいと思います。骨子の章立ては基

本的に文化庁の指針があり、大きく変更ができるものではないと思います。序章の計画作成

の背景と目的の部分では、京丹後市総合計画の基本構想に掲げてある「歴史・文化、地場産

業等の地域資源を活かしたまち」を取り上げて書かれています。総合計画基本計画概要版の

15 ページには「歴史・文化を未来につなぐ誇りあるまちづくり」が示してあり、こうしたス

ローガンはすごく重要です。京都府の大綱でも、「文化財を未来につなげるために」と書か

れており、どちらもやはり「未来」が計画の目的とされています。そのため、地域計画作成

の背景の部分にも、総合計画の「歴史・文化を未来につなぐ誇りあるまちづくり」等を全面

に出し、文化財を未来に向けて保存していくということを示したほうが、なぜこの計画を作

るのかということが明確になる気がします。単に国がつくれと言っているから作るというわ

けではなく、総合計画にも挙げられている大きな目標がこの地域計画で達成できるというこ

とを強調していくことが、京丹後市らしい地域計画になる出発点になるのではないでしょう

か。 

事務局：総合計画の歴史文化に関わる部分に関しては当然ながら反映していかなければいけないと認

識しています。今のご意見を踏まえて修正します。 

委員 ：素案 21 ページの地域別の年齢層別人口割合についての意見です。弥栄町以外をみるとおお

よそ昭和の大合併前の旧村単位で示されていますが、弥栄町は平野部と山間部という区分け

になっており不思議に感じます。修正をお願いします。もう一点、26 ページの交通体系につ

いての意見です。地図を見ると、平野部あるいは海岸部を中心とした交通網は国道を中心に

順次整備をされて、もの・ひとがある方向へ集中しているということが読み取れるので基本

は良いと思います。その反面、山間部に伸びている府道については、現実には廃道になった

りしているものもあり、その辺が書かれていません。全体にいえることではありますが、京

丹後と言えば海の京都の中で担う役割があり、そちらに気持ち的にも傾斜はしていくのだろ

うと思いますが、内陸部も従来の交通体系も踏まえて現代を迎えているということが読み取

れるように、少し補足をしていただけたらありがたいと思います。 

会長 ：ご指摘を踏まえて、現状に合った形で修正をお願いします。府道といっても同じような道ば

かりではないので、それが分かるようになれば良いと思います。年齢構成についての意見で

す。高校を出た時点で都会へ行ってしまって 18 歳人口が減るというのは全国共通の悩みだ

と思います。そういう中で、18 歳までにどのようにして地域の文化財に触れさせるかという

ことが大きな課題となると思います。そのため、減る年齢が分かるようなグラフが示してあ

ると今後の計画が立てやすくなるのではないでしょうか。 

事務局：19 ページの図 1-12（年齢別人口割合）について、パーセンテージではなく絶対人数で表す

という様に修正することでよろしいでしょうか。 

会長 ：図 1-12 では年齢別の括りが 15～64 歳になっています。高校生は地元にいるので抜けるタイ

ミングは 18 歳ではないかと思います。その人口の落差が分かるように示したほうが良いと

思います。そうすることで、高校生までに文化財に親しんでもらいたいという計画の立て方

ができるのではないかと思います。 

事務局：保幼小中一貫教育というのがまさに会長の言われた課題に対しての私共が対処している部分
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です。地域を学んでいただくという「丹後学」というものを中学校までで実施しているとい

うのが現状です。それは、京丹後を出た後また帰ってきてもらう、地域に愛着を持ってもら

うということが一番大きな目的になっています。既に取り組んでいる部分もあるのでそこは

現状として示しながら、さらに上乗せしていかなければいけない部分が今後の措置になると

考えています。また、年齢構成に関しては、確かに高校３年生まではこちらにいて、大学進

学・就職を機に出るという人も居り、高校が 1 つの節目になっているのは事実です。その辺

りをあぶりだせるような統計があれば差し替えを考えたいと思います。 

委員 ：この計画では、歴史文化というのがすごく重要です。歴史文化とは、地域固有の様々な物を

総体的に把握した概念で、歴史文化の特徴は地域らしさ、地域の特徴を表すものです。歴史

文化がどのようなものかを第３章でしっかりと示すことがまずは大事です。そのあと、具体

的なアクションプランを作っていくことになります。地域計画で示す歴史文化の特徴は、京

丹後市の根幹に関わるものであり、総合計画にも今後反映して欲しいものです。総合計画と

いう最上位計画のもとに地域計画があり、地域計画が動いている間に次期総合計画が作成さ

れることになっています。そうすると、次期総合計画に地域計画で示す歴史文化を反映し、

そうすることによって地域らしさを未来につないでいくという位置づけになると思います。

それを踏まえると、序章の書き方をもう少し未来を見た形に、地域計画は総合計画を下支え

する大事な計画であるということを打ち出していくと良いのではないかと思います。2 点目

は、第１章の市の概要についての意見です。文化庁の指導を聞いていると、良い地域計画は

概要がその次の歴史文化に結びついています。概要としてとりあえず書いておくというので

はなく、必要な部分は強調しても良いと思います。ジオパークにつながる自然の部分や丹後

学についてはもっとしっかりと書いて、京丹後ってこんなところが面白いと繋げられるよう

に、分かりやすく書いていくと次が読みやすくなると思います。一方で、この計画は未来に

向かって作るものなので、現状把握・課題も必要となります。それは、４章・５章で整理さ

れますが、１章の概要の部分でも、少し後ろを見据える形の書き方をすると、計画全体がス

ムーズに流れるのではないかと思います。 

委員 ：最初にジオパークのことを書かれていますが、何となく世界ジオパークに認定されていると

いう感じで、他人事のようになっているので、自分たちの努力でジオパークに認定されたと

いうことを書いて欲しいと思います。この地域にこれだけの資源、そしてそれを守って活用

する活動があったからこそ、ユネスコに認定されたという様に強気で書いて欲しいです。さ

らにより強気にユネスコのタイトルを使って、この地区をどうしたいかということもうまく

盛り込んでいって欲しいと思います。 

会長 ：ご指摘のように、１章のあたりは、もう少し地域自慢をして良いところです。堂々と自慢し

ないと後の方で良い計画にならないので、全体的に控えめに書かれていますが、こんなにす

ごいものがあるというように、もう少し勢いが必要だと思います。 

委員 ：資料６の序章の１ページ３行目で、「かつて古代には「丹後王国」が存在したともいわれて

います」と書かれていますが、ここがどうも引っかかります。門脇先生が丹後王国論を提唱

されたということで、そこから引っ張ってきているのだと思いますが、本当にこれで良いか

どうか質問したいです。この丹後の地域に王権があったということで丹後王国論になってい

ると思いますが、古墳時代は広く丹波国でした。本当に「丹後王国」が古墳時代に存在した

ということでよろしいのでしょうか。 

会長 ：「丹後王国」については、第３章でひとつのテーマの柱にしているので、ある程度腹を括ら
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ないといけないということになります。我が大学の元学長をされていた門脇先生の説ですが、

それを基に最後まで使うのか、あるいはひとつのキャッチコピーとして少し落として使うの

かということは、おそらくこれからの書きぶりの中で重要で、方針として決めておかなけれ

ばいけない点ではないかと思います。一方で今、網野銚子山古墳など、国指定史跡の整備が

進んでいるので、そういったものも「丹後王国」一辺倒で説明していくのか、そうではなく

古墳時代首長墓の証拠として取り扱いをしていくのかということにも関わってきます。そう

した文化財の施策との整合性も含めて、一度ご検討いただく必要があると思います。 

事務局：「丹後王国」が必ずしもあったとは言えず、そうした学説があるという意味で、現状は鍵括

弧付けをして表記しています。古代の里資料館の展示もそういった考え方で行っています。

ご指摘の通り、今後の書きぶりとの関係でどう表現するか最終的に決めていくことになると

思います。確かに、「存在したといわれている」というのは弱い書きぶりなので、表現をも

う少し検討します。今後の措置の部分でも出てくると思いますが、文化財保護課で進めてい

る史跡整備等の兼ね合いでいうと推していきたい部分ではあります。その辺りの兼ね合いを

考えながら検討していきたいと思います。 

委員 ：今回の計画作成にあたって、実際の所何が背景なのかなと考えます。従来だと文化財につい

ては教育委員会が中心になって一生懸命保存されてきました。ただ、今回の計画に地域とい

う文言が入っているのは、おそらくそういった人たちだけではもう守っていけない、保存が

難しい中でどのようにして地域の力を盛り込んで、活用するのかという話だと思います。そ

うなったときに、地域の人々が文化財を守る主体になっていけるのか、そんなモチベーショ

ンが一体どこから起きるのかということが重要ではないかと思います。文化財というと、「丹

後王国」の話や 20 年程前に弥栄でこんな銅鏡が出たという話の中で、結局出てくるのは、

丹後は大和に対してこのくらいの地位があったとか日本海最大規模の古墳があったという

話です。そのことと実際その当時住んでいた人々の思いとか気持ち、息遣いがなかなか結び

付かないところがあって、そういう意味では、自分たちの暮らしにもなかなか結び付きませ

ん。そのため、これまではそこで留まっていたのではないかと思います。少し話がずれます

が、私は峰山町の長岡に住んでおり、２年前にまちづくりサポートセンターの中江先生に講

演をいただきました。戦国時代の話で、ちょうど一色氏から細川氏へ支配が変わっていく途

中、丹後一円で本当に血で血を洗うような争いがあり私たちが住んでいる地域の長尾城も一

色氏の拠点の一つでしたが滅ぼされてしまったという歴史を教えていただきました。それが

ひとつの契機となって、昨年長尾城に行く古道を復活させようという動きが地域で起こり、

実際に道を作りました。小高い山の上まで道を作り、さらにそれを守る会が今年になって発

足しました。実際に城跡には建物があるわけでもなく、記録も残っておらず忘れ去られたよ

うなところですが、昔こうした争いがあってという話を聞く中で、復活させても良いのかな

という動きが出てきました。そういう話を聞かなければ、跡形もないような古い道を守ろう

かという機運にはならなかったのではないかと思います。そんな思いもあり、今後地域計画

を市民が「なるほどこの計画面白いな」、「自分も関わっていきたいな」という様に思えるよ

うにするには、先人の息遣いをすぐ間近で感じられるようなそんなテーマが書かれた方が良

いのではないかと思います。 

会長 ：今の意見は第３章に直結するご意見です。文化財だと、丹後には古墳があるということがす

ごく目立っていますが、古墳がないところだと関係ないのかというと決してそうではありま

せん。無数に様々な文化財があって、先ほどのご意見のように城もあります。城に関しては、
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京都府が山城調査を数年前にされて、ほぼ悉皆的に城の分布が分かってきました。先進的な

ところでは、そのデータを使って地域で整備していくということが、勝手連的に進んできて

います。そうした無数にある文化財の中で、それぞれの地域で選択的にすごいと思うものに

取り組んでいくことが、将来的にこの計画を進めていく力になると思います。逆に言うと、

こんなものもすごい、あんなものもすごいというものをどんどん頭出ししていくことがまず

は必要なのではないでしょうか。どこまで貫徹したか別にして、丹後では一色氏の一円支配

というのがひとつの伝説にもなっていると思います。必ずしも「丹後王国」でなくても、一

色の王国でも、中世の領国でも、あるいは、一時的ではありますが細川や京極による支配を

取り上げてもいいと思います。また、無形の民俗文化財もすごくあります。お祭りや年中行

事も独特の地域らしさを示す文化財であるので、全てをケアするのはなかなか大変ですが、

それぞれの地域の中で選択的な取り組みが進めばより豊かになると思います。3 章にそれぞ

れの地域を特色づける文化財が全て組み込まれているか、どのようにストーリーに関係して

くるのかという目線で議論していただきたいと思います。例えば、峰山の狛猫はどこにある

のかと思ったら、猫だから鼠を食べるということでなんと織物のストーリーに含まれていま

す。ストーリーがなぜ必要かいうと、子ども達に分かりやすく伝える、あるいは外から来た

人にも伝えるというときにある種のパッケージをして話していくためです。そして、それぞ

れのまとまりを関連文化財群として捉えるというのが、第３章です。取り上げる文化財の漏

れがないか、もっとこういうストーリーの方が面白いのではないかというようなご意見をい

ただけると、京丹後市らしい地域計画になっていくのではと思います。 

委員 ：文化財を運営して保存していくには２つの方法があり、動態保存と静態保存とがあります。

豪商稲葉本家の場合は、300 円程取ったらどうだと色んなところで言われますが、入館料を

取ったら人が来ないだろうとか、色んなことを考えて結局無料開館を続けています。そして、

豪商稲葉本家の中で得たお金で運営していくということを続けています。ただし、これは市

からかなりの援助をしていただいた上でのことなのであまり大きいことは言えません。そこ

で、次の資金を得るために、色んなことを皆で考えながら運営しているわけです。しかし、

全ての文化財がこの様に動態保存で対価を取って保存していくことはなかなか難しいのが

現状です。文化財を保存する場合には行政や民間の支援がないと出来ないと思います。今回

文化庁から一つのひな型を得て取り組んでいくことになっていますが、そういう様に言って

もらわないと分からないし、言われないとなかなかできません。一方で、こういった立派な

地域計画が出た暁には、文化庁からどういう支援、特に財政的な支援をしていただけるので

しょうか。地域計画を作成することによる効果が分からないと出来ません。その点をはっき

りと展望させていただいた方が、やる気が出るし、あるいはやる人が増えてくると思います。

もう一つ意見があります。先日、小学校３年生が見学に来た際に、久美浜だから川上摩須郎

女について話すようにといわれました。どこまでどのようにして話せばよいのか非常に苦労

して、子ども用と先生用と二つ資料を作って、先生用の資料は後で渡すということにしまし

た。丹後がすごいといわれるのは、我々丹後に住んでいる身からしても嬉しいことですが、

我々はすごいと思っていても、よそからの観光客の場合は、「そんなものはどこでもある」

とか、「ほんとなの」とか、「地域の人はそう言うよね」とそういうスタンスでおられること

が結構あります。そのため、我々はすごいということと同時に、それを全体的に位置づけて、

出来たら考古学のエビデンスとぶつけたりしながら伝えたほうが信頼性もあり、理解してい

ただけるのではないかと思います。ただの伝統や神話だけ披露することに弱さを感じること
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が多々あります。古代「丹後王国」のことも含めて、市域には色んな神話があります。我々

であれば、熊野神社などがありますが、夢を持ちつつエビデンスも持ちつつ誰にでもしっか

り自信を持って説明できるような、そういった歴史観を我々は持つ必要があるのではないか

と常々思っています。 

会長 ：後の方の話は、おそらく京丹後市史の編さんの際には、エビデンスと伝説とをかなり区分け

して書いているので、ここまでは事実だというのが分かると思います。例えば世界遺産とか

であれば真正性が一番に問われることであり、文化財ももちろん嘘をついてはいけないとい

うことは基本的なことです。しかし、面白い伝説・伝承というものもあって、それをどう扱

うかが問題になります。例えば、安徳天皇のお墓はあちこちで調査されており、あちこちに

あること自体がおかしいのですが、そうした伝承地には伝承してきた人たちの思いがありま

す。江戸時代のどこからかあたりで誰かが言い始めて、本当かどうかは分かりませんが伝説

として定着しているというものが多くあります。そうしたものは、指定文化財等にはなりま

せんが、歴史文化のストーリーを語っていく中ではむしろ使えるものになります。一方で、

エビデンスとしての資料とは分けて示していくということが、今後文化財をコントロールし

ていくときに大事な話になります。こうしたことを、文章にどのように書き込むかは難しい

と思いますが、少し工夫をしていただく必要があると思います。 

事務局：付け加えて申しますと、素案 62 ページのストーリーで、伝説・伝承を取り上げています。

会長がおっしゃった通り、古い時代にそのまま遡るわけではなく、ある時代から伝わってい

る伝説・伝承があります。例えば、小野小町伝承を取り上げていますが、小野小町は平安時

代の歌人で、亡くなったとか生まれたという場所が全国100ヶ所くらいある方です。ただし、

京丹後市に残っている伝承は、江戸時代前期末、17 世紀後半くらいまで遡る伝承という様に

考えています。その時代になぜか小町を語る人がいたのではないかということで、現在研究

も行われています。また、川上摩須郎女の話がありましたが、古代の史料には出てきますが

その後なかなか史料としては出てこず、江戸時代の屋敷跡がまた出てきます。どこまで遡る

のかをきっちりと検証した上で使う分には全く問題なく、そうした伝承が地元にあるという

ことに意味があると思っています。そうしたものが京丹後市には多くあるというのが 1 つ特

徴ではないかと思います。また、計画策定に伴って文化庁から補助が出るのかという質問が

ありましたが、実際にそうしたメニューもあります。全てではありませんが、計画に基づい

て行う事業に対して、補助率を上乗せしたり、地域計画にある事業について補助を申請でき

るということもあります。今回の協議会でも、計画作成後に補助事業を申請することも考え

ながらご協力いただき進めていきたいと思っています。 

会長 ：補足説明などはありますか。 

委員 ：地域計画が文化庁に認定されると、補助率の加算や優先採択があります。優先採択というの

は、色々な市町村から補助の申請があった際に、地域計画に載っている事業を優先的に採用

するというものです。今年、「文化財総合活用推進事業」のひとつとして、新たな補助金が

つくられました。地域のシンボルを修理して活用するという事業です。これまで国登録有形

文化財（建造物）に対しては、表面の修理や設計管理費にしか補助が出ませんでしたが、構

造を含めた修理が出来るようになりました。ただしこの事業は、１地域計画に対して１つし

か採択されないという縛り付きです。素案３ページに計画期間が示されており、第２次京丹

後市総合計画が終わる令和６年度を超えて、令和９年度まで地域計画の期間が設定されてい

ます。文化庁は、総合計画と地域計画がリンクしている方が良いと指導しています。また、
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先ほど言ったシンボル事業が１地域計画に対して１つしか出来ないので、出来れば短期間に

して、例えば３年刻みにして、３年ごとに一つずつ国登録有形文化財を修理できるようにす

るというのも手だという話もしていました。次期総合計画で大きく内容が変わった時に、即

応出来ないというのも良くないので、例えば地域計画の計画期間を３年程度とし、その後見

直しをかけるというのも有りではないかと思います。市の事情もあると思いますので、得ら

れる果実と手間と天秤にかけていただき、計画を作っていっていただきたいと思います。 

会長 ：やはり建造物の修理は維持管理の中でも大変な費用が掛かる部分ですので、そうした点を少

しでも手当出来ればということだと思います。 

委員 ：先ほどの意見に反対する気はありませんが、一方で地域計画のひとつのメリットは、長期で

考えられるようになることです。これまでの文化財行政はその場その場でやってきましたが、

今回は５年、10 年で少し長く見られるようになったというのがポイントです。短期で作るこ

とによる旨味の部分としんどさなど、様々なことを勘案されて、最終的に計画期間を決めら

れたら良いと思いますが、個人的には長期の計画も必要ではないかと思います。続いて、第

3 章の部分で、確認させていただきたい部分があります。文化庁のパンフレットでは、歴史

文化は地域らしさ・特徴を表すと書いてあります。パンフレットの例示を見ると、１～７ま

での７つ歴史文化が書かれており、さらにそれを語るストーリーとしての関連文化財群が設

定されています。その中で、１つの歴史文化に対して２つのストーリー、関連文化財群が設

定されている場合もあります。京丹後市では、現状はひとつの歴史文化に対してひとつのス

トーリーという極めてシンプルな構成となっていますが、それでよいのか確認させていただ

きたいです。例えば、観光サイドの委員の皆様は、このストーリーをみて分かりやすいと思

われますか。つまり活用にすぐ活かせるストーリーになっているでしょうか。市民の方にも

分かりやすく提示が出来ないといけないという意見もありましたが、観光にもやはり分かり

やすくないといけません。現在一対一対応になっているので、盛り込みすぎていないかと思

います。先ほどから出ている城跡や稲葉本家の話は、活用することで保存を図る、活用こそ

が最大の保存であるという考え方の一つの取り組みとして、すごく良いものだと思います。

そうした取り組みを推進していくときに、来た人や宿泊している人に「こんなところがある」

というときの語りにストーリーがなります。一か所だとあまりお金が落ちないので、例えば

稲葉本家いった後に２、３箇所回るようになったら、地域の魅力になり、それが総体として

その地域を守ることになります。そういう視点で、盛り込みすぎていないかや、他にこんな

のがあるということを議論できたらいいのではないかと思います。 

委員 ：やはり、歴史文化の博物館などのミュージアム構想をつくるなど、文化財を観光に活かすと

いうことが地域の活性化、経済が回るということに繋がっていくと思います。そして、丹後

学を通して子どもを育て、京丹後に住んでいる子どもたちのこの地に生まれて良かったとい

う誇りにつなげたいと思います。今は、都会に行って「丹後」って言いたくないから「京都」

という学生も多いらしいです。私は間人に住んでいますが、間人の歴史文化はだれにも渡し

たくないぐらいの勢いのものを今自分に感じています。間人皇后や竹野神社のことに関して

は深堀りしようと自分でも考えていますし、すでに観光用の冊子もほとんど完成しています。

立岩と麻呂子親王の話に関して、計画素案には「立岩に鬼が封じ込められている」としか書

いておらず、それはどうなのかなぜなのかというストーリーが見えてきません。作成してい

る冊子では、そうした点を観光用に書き上げています。そういう様に、住んでいる人が必死

になって伝えていかないと、蟹を食べるという観光だけではもう残れない時代に来ています。



10 

やはり、観光は地域の歴史文化が根付いていないと繁栄しないということを、私たち観光業

が実践して地域の皆さんに分かってもらいながらまちづくりをしていかないといけないと

思います。成果を上げないといけないので、この組織でしっかりした計画が作れれば地域の

人たちも応援してくれるのではないかと思います。関心があり資料館に数回行っていますが、

あんなに素晴らしい麻呂子親王のビデオがあるのはついこの間知りました。麻呂子親王の物

語には感動したので丹後学にもぜひ使ってもらいたいと思います。 

会長 ：貴重なご意見ありがとうございます。 

委員 ：先ほどの取り組みなんかは非常に良いと思います。丹後の観光は、海辺に泊まるのが中心に

なっており、内陸部の観光はまだ開発が進んでいない状態です。それぞれの興味を持たれる

部分で様々な旅行がありますが、海辺の宿の方で発信し、そして帰り道でそこに立ち寄って

もらうようにしなければ、ただ海、景色、蟹で終わりというのではもったいないと常々考え

ています。峰山町には、羽衣伝説もあり、豊受大御神の降臨した場所というのもあります。

例えば久美浜に泊まった観光客に、「どこかいいところはないか？」と聞かれたときに、仲

居さんや店主なりが、「どっちから来なったん？ほんなら帰りはこのルート通って帰りない

な。」というように繋いでいけたらいいと思います。そのために、観光業、旅館業の従業員

に対して、丹後検定や勉強会等を開いて丹後の歴史文化を教育していくのが大事ではないか

と考えています。 

会長 ：計画が完成した暁には、3 章で上がってくるような各資産をどれだけ分かりやすく伝えるが

大切です。分かりやすい冊子等を作るということも計画の中に盛り込んで、より多くの人に

知ってもらい観光に活かしてもらうということが必要だと思います。 

副会長：私の方は、琴引浜ということで、歴史というより地質の方です。ジオパークの考え方として、

持続可能な地域づくりがあり教育の部分も入っています。琴引浜は、鳴き砂を保存するとい

う大きな目標を持っています。地域の人は当たり前と思っていた鳴き砂がこんなに大事なも

のだったということが、専門家の方が来られて初めて気が付き、その砂を守ることが、持続

可能な村づくりにつながるということで現在に至っています。おかげさまで、鳴き砂文化館

という拠点施設もありますが、何かしようと思うときには拠点施設は本当に大事だと思って

います。また、地域の方が、自分たちの地域を残そう、何かしようと思うと、仲間を集める

というのが第一歩だと思っています。この間、豊田市の山の方の下山中学校の生徒さんたち

が、コロナ禍の四度目の正直で、琴引浜に修学旅行に来られました。本来ならば、2 泊なの

が１泊に制限されて、宝塚市に行くはずだったのがそれもあきらめて、環境問題に徹してい

る琴引浜にぜひ来たいということでした。下山の PR をするということで 10 分程度と聞い

ていましたが、４班にわたり延々と 30 分以上中学生が歴史文化や食、それぞれのパーツに

分かれてプレゼンされました。それも恥ずかしいという様子もなく、自分の地域はこんなに

良いんだと自信をもって発表していました。先生ももちろんそうだと思いますが、親やおじ

いちゃんおばあちゃんがその地域を大事にしてきたから、子ども達が堂々と発表出来るんだ

ろうなと思いました。京丹後もそういう様になっていけば良いと思います。その時は Zoom

で網野高校の生徒たちとも交流してもらいましたが、地元の高校生の方がたじたじで、それ

ぐらい中学生のレベルが高かったです。地域の子ども達が語ることによって、逆に私が行っ

てみたいと思ったし、多分琴引浜の人たちの何人かは下山って行ってみたいという気持ちに

なったのではないでしょうか。今回の計画が、地域の人たちにも気づきがあり、子ども達に

もこの地域に生まれて良かったなと思うようなものにできたらと思います。 
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会長 ：大変貴重なお話でエッセンスがたくさん詰まっていました。子ども達はすごく重要な役割を

果たします。子ども達が地域の中の歴史文化・文化財について単に知るというだけでなく、

出来れば「こんなにすごいものがある」とプレゼンができるくらいになると良いと思います。

そして、「私は京都出身です」ではなく、「丹後出身です」、「網野出身です」とはっきり誇り

を持って 18 歳以降活躍していく子ども達を育てるというときに、歴史文化や文化財は材料

になります。観光に活用するのと、住んでいる人たちにアピールするという両方で文化財を

使っていくことになるので、使いやすいように第 3 章をブラッシュアップしていくというこ

と今後の課題になると思います。歴史文化による持続可能な地域づくりというテーマ設定が

出来ると、非常に素晴らしい計画になるのではないかと思います。 

委員 ：私はコロナウイルスの流行のタイミングで東京から単身赴任で来て、丹後の地域については

勉強不足です。最近、峰山藩の藩主が、良く見ていた『鬼平』で橋爪功が演じていた京極備

前守だと知りました。今弊社では、丹後の魅力を発信するような旅行商品を手がけており、

12 月４日には観光庁の公募案件で、ガストロウォーキングを実施します。単においしいだけ

ではなく、歴史的な背景がある持続可能なたべものに関するツーリズムを、読売旅行と組ん

で実施し150人ぐらいがバスと電車を使って丹後に来ます。丹後の地域は、食文化に関して、

食べ物の素材もいいし背景の文化もあり、他の地域に比べてかなり抜きんでていると感じて

います。ただし、発信力という点で言うとまだまだ磨き上げをかける余力があり、これから

の商品ということで力を入れています。「丹後王国」があったかどうかというところについ

ても、活用する側としては夢とロマンでもいいと思っています。和同開珎もそのあと違う通

貨が出たりしているわけで、真実は何度も覆されてしまうものです。今後は、活用の方でお

役に立てるようにしていきたいです。 

会長 ： 30 代の頃に峰山での講演で、「「丹後王国」というのはなかったのではないか」と話をする

と、講演が終わった後におばあさんがやってきてとても悲しそうな顔をされて、「「丹後王国」

ってなかったんですか」と言われました。それを聞いて以降、「丹後王国」はなかったと喋

ることはやめようと心に誓いました。天皇陵に匹敵するお墓があるとか、そういった事実は

動かないものなので、事実ベースで丹後のすごさを説明するということを私自身は心がけて

います。決して「丹後王国」という言葉自身が独り歩きしてはいけませんが、言葉を使うこ

とをためらうことにはならないのではないかと思います。先ほど、江戸時代や食文化の話が

出たが、専門にされている委員からご意見をいただきたいと思います。 

委員 ：私は舞鶴でいくつか調査をしていますが、丹後ぶりが近世からどういう様に将軍に献上され

ていたかなどを調べ、将軍への献上品ということでブランド化等も出来るのではないかと考

えています。また、桐の実という桐油という油をとっていた植物があり、それは現在ほとん

どありませんが、現地では地元の方から、コロリコロリといって様々なお話を聞くことがあ

ります。歴史を活かすことで、特産品等についても付加価値が増えると思うので、丹後ばら

寿司などの食の歴史も活かせると良いと思います。 

会長 ：江戸時代の記録にも出てくるような特産品というようなものが多々あって、歴史文化として

評価出来ればブランド戦略にも使っていけるのではないかというご意見かと思います。 

委員 ：地域計画が完成したら、ジオパークでも計画を尊重して保全と活用をしていくことになりま

す。ジオパークは国立公園や国定公園とも協働して地域資源の保全と活用を行っており、エ

リア内に国立公園や国定公園が含まれるが、こちらはどういう扱いになるのでしょうか。 

事務局：他の京都府の知事部局がされている「京都の自然 100 選」などについても、全て未指定文化
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財に含めているので、ジオパークも含めて保全がされているものがあるということは当然な

がら書かなければいけない部分だと考えています。 

会長 ：本日の議論は、３章だけでなく４章に書くべき中身も随分含まれていました。子ども達への

教育や地域の持続可能性については４章にも盛り込んでいく内容だと思います。今回、一通

りご意見をいただきそれぞれの思いを語っていただきました。時間が超過している為、議論

は以上としたいがよろしいでしょうか。 

委員 ：行政が計画を作ると、その後結局どうなったんだというということが問われます。今回は特

に地域の力を集めてという形になるので、重要なのはこの計画を実施して何がもたらされた

のかという部分です。そこの指標について十分議論しなければいけないのではないかと考え

ています。今であれば、地域の皆さんが積極的に映像でも発信していくということが可能で

す。一方で勝手に好きな情報を出せば良いわけではなく、エビデンスのちゃんとした情報、

学問的な情報はしっかりと示した上で発信していくことが重要ではないかと思います。今年

のセンター試験の地理の問題に丹後地域が出ていましたが、間違った情報で正直驚きました。

丹後ちりめんと気候の「浦西」とが結びつけられていましたが、これは私たちからするとか

なり都市伝説です。これが完全に試験に出ているということでショックを受けました。そう

いうこともあるので、エビデンスのしっかりしたものを示していくことは重要だと思います。 

委員 ：色んなストーリーがあり良いと思いますが、全体を見渡すひとつの糸がないとばらばらにな

ってしまうと思います。言った者勝ちで面白いですが、人が来た場合にどのように受け取ら

れるかというのはまた別の話です。それでは定着しないのではないかと思います。全体のス

トーリーを何にするかということを教えていただきたいと思います。日本全体をひとつのス

トーリーとして捉え、例えば大和政権という視点から見たらどう位置付けられるのでしょう

か。そういった見方と、地域からの見方の両方があれば、真実性も夢も力も沸くものになる

のではないかと思います。次回でもいいですが、専門家の皆様にはそのあたりのまとめ方に

ついて教えていただきたいと思います。 

会長 ：ストーリーのテーマの付け方はすごく気を遣うところだと思いますので、今後は全体で議論

するというより、分科会的な場所で議論して、協議会で案として提示していくやり方が一番

いいのではないかと思います。今回いただいたご意見を可能な限り尊重し良いテーマを作っ

ていけるようにブラッシュアップしていきたいと思います。皆さん大変地域に愛着があると

いうこともあり、一回目の協議会として大変深い議論が出来たのではないかと思います。 

事務局：最後に少し補足すると、山城についてはまだ文化財データベースに反映できておらず、実は

全くストーリーに入っていません。そういった形でまだ十分未指定文化財で補足しきれてい

ない分があるので、次の協議会までにもう少し補足をしていきたいと思います。 

 

（４）地域計画作成のスケジュールについて 

（５）今後の進め方について 

会長 ：事務局から今後のスケジュールについて説明をお願いします。 

事務局：本日の計画素案について、ご意見があれば 12 月３日までに事務局にご連絡いただきたいと

思います。それを踏まえて内容の修正を行います。第２回協議会は１月頃に予定しており、

第４章の将来像・基本目標を主な議題とし、あわせて第５章現状と課題、第６章方針と措置

も提示したいと思います。第３回は来年度４月に予定しており、素案を固める予定です。５

月にパブリックコメントを実施、6 月に第４回協議会と議会報告、その後認定申請を行うと
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いうスケジュールで進めていく予定です。 

会長 ：全体の協議会はもちろん重要ですが、ストーリーの作成や措置の検討については、分科会を

作って議論を進めないとスケジュール的に厳しいと思いますが事務局としてはどのように

お考えでしょうか。 

事務局：事務局としても、今ご提案のあったように議論を深める場があった方が良いと考えています。

分科会を設置して進めるということでよろしいでしょうか。 

（委員了承） 

会長 ：以上で議事は終了したいと思いますが、何かご意見・ご質問はありますか。 

委員 ：京都府内の協議会ほぼすべて参加していますが、京丹後市だけ他の市町と違うところがあり

ます。他の市町では必ずこの場に市内の都市計画や建設、農林、観光など市長部局が参加し

ています。そもそも文化財保存活用地域計画の目的の一つに、その市町の地域づくり、まち

づくりがあるので、可能ならば関係する部局にこの場に居合わせていただいて、議論を見て

もらい、実現に向けて力を貸してもらえるような環境づくりが必要ではないかと思います。 

事務局：本日も、観光振興課、商工振興課、政策企画課、生涯学習課には Zoom で見ていただいてい

ます。事務局として内部での調整という形で考えているのでご理解いただきたいと思います。 

会長 ：オブザーバーとして出ているということでご参加いただいているという判断でよろしいので

しょうか。 

事務局：その通りです。今後の議論の中身によって、必要な部署については声がけをしていきたいと

考えています。 

会長 ：文化庁保存活用地域計画は法定計画なので広く市長部局も含めて参与いただく必要があると

思いますので、今後よろしくお願いいたします。 

委員 ：協議会の構成メンバーに、文化財の所有者がいないのはひとつの大きな問題ではないかと思

います。委員の発言の中に所有者の立場の四苦八苦もみられ、あるいは委員や会長の発言の

中で行政計画の作成におけるベネフィットも若干語られていました。所有者も随分お困りに

なっており、この地域計画はそうした不安を解消することの一つの方便でもあるわけなので、

構成メンバーの中に所有者がおられるとありがたいと思います。 

事務局：今回、区長連絡協議会からご参加いただいています。基本的に京丹後市で文化財の所有・管

理をされておられるのは地区の住民の皆さんだと考えています。民俗芸能・祭礼・行事や地

区にある神社の維持管理は氏子で、ほぼ地区の単位になっています。その代表ということで

所有者という立場で位置づけているので、ご理解いただきたいと思います。 

会長 ：区長会などへの説明をされる予定はあるのでしょうか。 

事務局：今回の計画策定にあたって、市内の全地区に寺社・祭礼・行事の現状把握を行うための地区

アンケートを実施しました。旧町単位で区長連絡協議会があり、本来説明に上がらせていた

だく予定でしたがコロナウイルスの関係で１地区しか直接説明できず、その他は紙面での説

明になりました。ただし計画を作っているということの周知は行っています。 

会長 ：地域と非常に密に関わる計画ですので、地域との連携はとっていただきたいと思います。 

委員 ：窮状をあまりにも多くの方々が訴えておられるので、この地域計画が必要な物であってほし

いという思いがあり発言しました。 

会長 ：他にご意見・ご質問はありますか。 

（質問・意見なし） 
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４．その他 

事務局：第２回協議会は令和４年１月 31 日（月）午前 10 時からとなりますので、よろしくお願いい

たします。 

（委員了承） 

 

 

５．閉会 

副会長 あいさつ 

 長時間にわたり、貴重なご意見をいただきありがとうございます。このコロナ禍で外に出られない

中で、結局自分の必要としているものは本当に自分の目の前にある、京丹後はたくさんの文化的な宝

があるということに気付きました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 


